
B5・4分冊　セット定価（本体95,000円＋税）→ 20％ OFF　2012.5刊

● 人名の正確なよみの調査に、人物確認に、同名異人の識別に欠かせない人名典拠録。
現在活躍中の人物、明治以降の著名人、昭和元年からの著者あわせて75万人を収録。

● 各人物には生（没）年・職業・肩書、別名・本名、著書・出版者・出版年など人物の特定
に必要な項目を記載。漢字の画数で検索できる「画数順索引」付き。

謝恩セールについて
・謝恩セールは、期間限定の時限再販を適用したものです。

・謝恩セール対象商品は、このカタログに掲載した商品のみとなります。

・注文は、専用注文書にてお申し込みください。

・謝恩セールの適用は、小社および紀伊國屋書店全国営業部（所）に直接ご注文された場合に限ります。

・商品によっては納品に時間を要することがございます。あらかじめご了承ください。

・在庫僅少商品は、品切れになる可能性があります。

自然・文化など多面的に、富士山の魅力を詳説

富士山を知る事典

国内最大規模の人名典拠録

日本著者名・人名典拠録
新訂増補第3版─75万人収録

2014年夏季 特別謝恩セール
日外アソシエーツ

謝恩セール期間：2014年6月16日～ 2014年7月31日

富士学会 企画　渡邊定元・佐野充 編
A5・620頁　定価（本体8,381円＋税）→ 20％ OFF　2012.5刊

● 日本のシンボル・富士山を知る「読む事典」。火山、動植物、文学、信仰、芸術、地理、
防災、観光、環境保全などのテーマをそれぞれの分野の専門家がわかりやすく解説。

● 観光開発と環境保全など、世界遺産で今、注目されるテーマも収録。

● 文化財、登山道、ダイヤモンド富士など、カラー写真を含む図版250点と、参考文献・
Web一覧、索引、周辺地図等の資料も充実。

カタログ掲載商品

20％
ＯＦＦ
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■ 人名事典・歴史・地理 ■

現代外国人名録2012
定価（本体48,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・1,320頁　2012.1刊
政治家、経営者、学者、芸術家、スポーツ選手など、21世紀の世界各国・
各界で活躍中の人物10,455人を収録。職業、肩書、国籍、生年月日、学歴、
受賞歴など詳細なプロフィールがわかる。2008年以降の世界の動きに
対応した最新データを掲載。アルファベットから引ける「人名索引（欧
文）」付き。

20世紀日本人名事典
セット定価（本体43,800円＋税）→ 20％ OFF　B5・2分冊　2004.7刊
20世紀に活躍した日本人、来日・在日外国人計3万人を収録した人名事
典。大正デモクラシーの民衆運動家、戦時下の軍人、GHQの要人から、
文化勲章受章者、世界に名を轟かせた芸術家、人気のスポーツ選手な
ど各世代・分野を網羅。職業、肩書き、出身地、生没年月日、受賞歴、
学歴、経歴など詳しいプロフィールを掲載。偉人・大家のみならず、地
域で慕われた名望家、激動に身を投じた革命家なども一覧できる。

「現代物故者事典」　総索引
（昭和元年～平成23年）

Ⅰ 政治・経済・社会篇
定価（本体19,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,410頁　2012.10刊

「物故者事典」シリーズ11冊に掲載された11.8万人の日本人を分野
別2冊に分けて収録。Ⅰ巻では「政治」「経済」「社会」分野の63,215
人を引くことができる。

Ⅱ 学術・文芸・芸術篇
定価（本体19,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,230頁　2012.11刊

「物故者事典」シリーズ11冊に掲載された11.8万人の日本人を分野
別2冊に分けて収録。Ⅱ巻では「学術」「文芸」「芸術」分野の55,092
人を引くことができる。

郷土ゆかりの人物総覧
データブック・出身県別３万人

定価（本体14,200円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,100頁　2011.1刊
郷土ゆかりの人物を調べるツール。都道府県ごとに出生・出身・ゆかり
のある人物を一覧できる。日本史上の人物から現代の政治家、研究者、
作家、芸術家、スポーツ選手、芸能人まで古今の人物を幅広く収録。
あの有名人の出身地は？　といった検索が可能な「人名索引」付き。

新訂 同姓異読み人名辞典
定価（本体16,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・970頁　2009.4刊
4,664種の姓の10,516通りの読みを27,176人の人物例で示したよみか
た辞典。1988年刊『同姓異読み人名辞典』を全面改訂。

367日誕生日大事典
データブック・同じ日生まれの有名人

定価（本体8,381円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,030頁　2007.9刊
紀元前の聖人から現代のスポーツ選手まで、内外の著名人28,653人を
誕生日ごとに収録。1年367日（閏年の2月29日と旧暦の2月30日を含
む）ごとに、暦情報（記念日・忌日など）と誕生日の人物を一覧できる。
各人物には職業・肩書きなど簡略なプロフィールを記載し、誕生日の知
られている小説・マンガのキャラクターも収録。「人名索引」付き。

367日命日大事典
データブック忌日暦

定価（本体8,381円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,020頁　2008.9刊
紀元前の英雄から近年亡くなった芸能人まで、内外の著名人27,658人
を命日ごとに収録。1年367日（閏年の2月29日と旧暦の2月30日を含
む）の1日ごとに、暦情報（記念日・出来事）とその日が命日の人物を一
覧できる。各人物には職業・肩書きなど簡略なプロフィールも記載。「人
名索引」付き。

東洋人名・著者名典拠録
セット定価（本体66,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・2分冊　2010.10刊
古代から現代までの東洋人名32,500人を収録した典拠録。中国、韓国、
北朝鮮、台湾、香港などの漢字文化圏のほか、漢字で表記される世界
各国・地域の人名を収録。人物同定に必要な、生没年・時代、国・地域、
職業・肩書、専門分野、最近の著書を記載。漢字の「画数順索引」（別冊）
付き。

読書案内　歴史の謎にせまる3000冊
邪馬台国からケネディ暗殺まで

定価（本体8,500円＋税）→ 20％ OFF　A5・390頁　2012.2刊
ピラミッドはどうやって作られた？ 義経はチンギス・ハーンになった？ 
モナ・リザのモデルは？ 龍馬を暗殺したのは？……　など、歴史の謎
について最近21年間に国内で刊行された図書を紹介した目録。「事項名
索引」付き。

事典・日本の地域遺産
自然・産業・文化遺産

定価（本体12,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・430頁　2013.1刊
官公庁、地方自治体、学会・各種団体、国際機関によって選定・登録さ
れた日本の地域遺産を通覧する事典。近代化を支えた土木・建築・技術
から自然・文化まで有形・無形の遺産を収録、地域の魅力を再発見でき
る。地域遺産73種の見出しのもとに4,700件の登録・認定名を記載。都
道府県・市町村単位で引くことが出来る「地域別索引」付き。

事典 日本人の見た外国
富田仁 編
定価（本体9,333円＋税）→ 20％ OFF　A5・510頁　2008.1刊
江戸時代から戦前までに海外へ渡航した日本人によって書かれた文献
を通して、日本人の外国体験・外国観を解説。漂流記、使節団の記録、
留学生の日記、冒険記、渡欧詩集など377点を収録、著者の人物像、著
作の成立背景、内容、書誌事項を詳しく紹介。「国別索引」「書名索引」「著
者名索引」「事項名索引」付き。

外国地名レファレンス事典
定価（本体42,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,370頁　2006.7刊
地名事典、百科事典等30タイトルの総索引。世界の都市名、山岳名、
河川名、県名などの地名36,136件の情報が、どの事典に掲載されてい
るのか素早く一覧できる。レファレンスの初動調査に。
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■ 社会・経済 ■

新訂 政治家人名事典　明治～昭和

定価（本体9,800円＋税）→ 20％ OFF　A5・750頁　2003.10刊
明治維新による近代政治体制の導入以来、自由民権運動と国会開設、
政党政治の展開と大正デモクラシー、女性参政権の実施と昭和の戦後
改革など、日本政治史の節目において活躍した政治家の経歴とその事
績を掲載。国会議員・閣僚、知事・市長、自由民権家など4,315人を収録。

日本の創業者
近現代起業家人名事典

定価（本体14,200円＋税）→ 20％ OFF　A5・520頁　2010.3刊
日本経済をリードしてきた企業800社の創業者865人を収録した人名事
典。江戸時代から現代まで、日本の起業家たちの経歴と業績、創業エ
ピソードを紹介する。旧社名などからも引ける「企業名索引」と、収録
創業者を五十音順に引ける「人名索引」付き。

経済・金融ビジネス英和大辞典
菊地義明編
定価（本体23,800円＋税）→ 20％ OFF　B5・1,050頁　2012.5刊
銀行、証券、保険、財務会計分野の英和用例文例辞典。経済・金融ビジ
ネスに関する各種公式文書、報告書、アナリスト・リポート、専門紙誌
を読み解く上で必要な基本語、最新語、重要語句、関連語5万語と文例1.7
万件を収録。既存の辞典には収録されていない言い回しや表現も豊富。

日本経済史事典
トピックス1945-2008

定価（本体13,800円＋税）→ 20％ OFF　A5・660頁　2008.12刊
戦後から現代まで63年間にわたる、日本経済に関する出来事を年月日
順に掲載した記録事典。経済政策から法令、企業合併や財界人事まで、
8,281件のトピックを収録。巻末には「テーマ別一覧」「人名索引」「企業・
団体名索引」付き。

日本ジャーナリズム・報道史事典
トピックス1861-2011

定価（本体14,200円＋税）→ 20％ OFF　A5・490頁　2012.10刊
日本初の新聞が長崎で発行された1861年から、テレビの地上波がデジ
タル放送へ移行した2011年までの日本のジャーナリズム・報道の歴史
を辿る。マスコミ各社の創業、メディアの発達と普及、言論統制、放送・
通信技術の発達、事件報道などジャーナリズム・報道に関する主要なト
ピックス4,454件を収録。「分野別索引」「事項名索引」付き。

事典 日本の大学ブランド商品
開発商品からキャラクターグッズまで

定価（本体12,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・370頁　2010.4刊
全国の大学・短大が独自に開発した商品、産学官連携で共同開発した商
品、大学に関するグッズ類など「大学ブランド」を大学ごとに一覧でき
る初のデータブック。農林水産一次産品、工業製品、大学キャラクター
など約900件を収録、商品の来歴なども掲載。「種別索引」「大学名索引」
付き。

思想哲学書総覧2001-2010

Ⅰ 思想・哲学・倫理
定価（本体32,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・840頁　2011.10刊
2001 ～ 2010年に国内で刊行された思想・哲学に関する図書10,521
点の図書目録。I巻では哲学概論、哲学史から倫理、道徳分野の図
書をテーマ別に分類して収録。「著者名索引」「事項名索引」付き。

Ⅱ 諸分野の思想・哲学
定価（本体32,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・890頁　2011.11刊
2001 ～ 2010年に国内で刊行された思想・哲学に関する図書11,129
点の図書目録。II巻では社会科学、生命倫理、宗教などさまざまな
分野の図書をテーマ別に分類して収録。「著者名索引」「事項名索引」
付き。

経済・産業翻訳基本書目　明治～平成

定価（本体28,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・730頁　2009.7刊
1868～2007年に刊行された経済・産業分野の翻訳図書18,625件の目録。

「経済学・経済思想」「経済史・経済事情」「国際経済」「貨幣・金融・保険」
「財政」「企業・経営」「運輸・通信」「農業・林業・水産業」等のテーマごと
に分類。「著者・訳者名索引」「事項名索引」付き。

■ 理 　工 ■

<伝記ガイダンス>  科学者3000人
定価（本体10,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・540頁　2010.11刊
1945 ～ 2009年の65年間に刊行された、古今内外の科学者に関する伝
記・評伝・自伝・回想録・追想録・日記・書簡集などを収録した伝記書誌。
数学、物理学、化学、天文学、宇宙科学、地球科学、博物学、生物学、
医学、技術・工学における功績者3000人の伝記資料7000冊を収録。「多
人数列伝」や私家版・地方出版物も調査できる。

植物文化人物事典
江戸から近現代・植物に魅せられた人々

大場秀章 編
定価（本体7,600円＋税）→ 20％ OFF　A5・640頁　2007.4刊
植物に関して顕著な業績を残した日本史上の人物を幅広く収録した人
名事典。植物学者、農業技術者、民俗学者、園芸家、植物画家、写真
家など1,000人の生没年・肩書・経歴など詳細なプロフィールと、著作・
伝記・評伝などの文献情報を掲載。

科学技術45万語　英和対訳大辞典
　
定価（本体32,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・2,170頁　2001.9刊
基礎科学、医学、生物学、機械、コンピュータ、情報・通信など幅広い
分野をカバー、各分野の専門用語45万語の英語表現がわかる対訳大辞
典、英和版。
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科学技術45万語　和英対訳大辞典
定価（本体32,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・2,180頁　2001.10刊
基礎科学をはじめ、医学・生物学、化学・化学工業、電気・電子・情報、機械、
自動車、地球科学、航空・宇宙、土木・建築、金属、鉱山など科学技術
全般をカバーする専門用語の対訳大辞典、和英版。

植物3.2万　名前大辞典
定価（本体9,333円＋税）→ 20％ OFF　A5・780頁　2008.6刊
国内の代表的な図鑑・百科事典に掲載されている植物32,000件の基礎情
報を収録した、国内最大規模の「植物の名前」辞典。漢字表記や学名、
科名、別名、大きさ、形状など、植物の特定に必要な情報を簡単に調
べることができる。多種多様な植物に関する研究の事前調査に。

昆虫2.8万　名前大辞典
定価（本体9,333円＋税）→ 20％ OFF　A5・820頁　2009.2刊
国内の代表的な図鑑・百科事典に掲載されている昆虫28,000件の基礎情
報を収録した、国内最大規模の「昆虫の名前」辞典。漢字表記や学名、
科名、別名、大きさ、形状など、昆虫の特定に必要な情報を簡単に調
べることができる。多種多様な昆虫に関する研究の事前調査に。

日本交通史事典
トピックス1868-2009

定価（本体13,800円＋税）→ 20％ OFF　A5・500頁　2010.3刊
1868年から2009年まで、交通に関するトピック4,536件を年月日順に
掲載した記録年表。法整備、国際交渉、技術開発、業界・企業動向、事
故など幅広いテーマを収録。「分野別索引」「事項名索引」付き。

動植物・ペット・園芸レファレンスブック
定価（本体8,800円＋税）→ 20％ OFF　A5・470頁　2011.10刊
1990 ～ 2010年に刊行された、動物・植物、ペット、園芸に関する参考
図書の目録。動物・植物の図鑑、飼育や栽培のハンドブック、生物学の
事典、絶滅危惧種の調査記録など2,832点を収録、目次・内容解説も掲載。

「書名索引」「著編者名索引」「事項名引」付き。

環境・エネルギー問題レファレンスブック
定価（本体9,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・380頁　2012.8刊
1990 ～ 2010年に刊行された、環境・エネルギー問題に関する参考図書
を網羅した目録。事典、ハンドブック、法令集、年鑑、白書、統計集
など2,273点を収録、目次・内容解説も掲載。「書名索引」「著編者名索引」

「事項名索引」付き。

建築文化財レファレンス事典
定価（本体45,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・1,040頁　2011.1刊
主要な美術全集95種723冊に掲載された建築物の図版27,880点を都道
府県・国・地域別に検索できる索引事典。建立年・様式・寸法・意匠・図
版番号などがわかる。「作者名索引」「建造物名索引」付き。

■ 芸　術 ■

日本の演奏家
クラシック音楽の1400人

定価（本体16,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・650頁　2012.7刊
現代のクラシック音楽界を彩る演奏家1,267人を、本人回答を元に集成
した人名事典。小澤征爾から辻井伸行まで、ピアニスト、ヴァイオリ
ニスト、声楽家、指揮者などを収録。プロを志したきっかけ、好きな
レコード・ＣＤ、印象に残る人物、目標とする演奏家、今後の目標、代
表作品などのアンケート回答から、音楽家の人となりがわかる。

新撰 芸能人物事典
　明治～平成

定価（本体12,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・970頁　2010.11刊
明治から平成まで、舞台・映画・ラジオ・テレビで活躍した往年の歌手・
役者・芸人・タレント5,394人を収録した人名事典。生没年、経歴、受
賞歴などの詳細なプロフィール、伝記図書を掲載。「別名・グループ名
索引」付き。

歌い継がれる名曲案内
音楽教科書掲載作品10000

定価（本体12,300円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,060頁　2011.1刊
音楽教科書に載った作品を網羅した目録。1949 ～ 2009年刊の小・中学
校・高校の音楽教科書から唱歌、器楽曲、鑑賞曲（小・中学校のみ対象）
などの作品をすべて掲載。作曲者、作詞者ごとに掲載作品を一覧できる。

「作品名索引」付き。

最新美術・デザイン賞事典2003-2009
定価（本体19,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・660頁　2010.6刊
国内の美術・デザイン分野の賞や公募展・コンペティションを収録した
事典。洋画・日本画・版画・書、彫刻、陶芸、写真、デザイン、イラスト、
広告、建築、漫画など、317賞を収録。前版（2004.1）以降に新設され
た39賞を含め、7年間のデータを掲載。主催者へのアンケート調査に
基づき、賞の概要と受賞者・受賞理由等を掲載。個人の受賞歴が一覧で
きる「受賞者名索引」のほか、「賞名索引」「主催者名索引」付き。

漫画・アニメの賞事典
定価（本体15,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・660頁　2012.11刊
国内外で主催される漫画賞、アニメ賞、アニメ映画祭、映画賞アニメ
部門などの賞の概要と歴代の受賞情報を掲載。小学館漫画賞、講談社
漫画賞、広島国際アニメーションフェスティバル、アイズナー賞(米)、
アヌシー国際アニメーション映画祭(仏)など内外の主要94賞（国内79
賞・海外15賞）を網羅。「受賞者名索引」「作品名索引」付き。

映画の賞事典
定価（本体18,800円＋税）→ 20％ OFF　A5・720頁　2009.12刊
国内外で主催される映画賞、映画祭、コンクールなどについて、各賞
の概要（主催者、設立の経緯、選考基準、選考委員、賞金など）および
第1回以来歴代の全受賞者記録を掲載。映像技術賞、キネマ旬報ベスト・
テン、東京国際映画祭、英国アカデミー賞、MTVムービー・アウォー
ズなど101賞を収録。個人の受賞歴がわかる「受賞者名索引」付き。
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日本映画原作事典
スティングレイ・日外アソシエーツ 共編
定価（本体12,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・850頁　2007.11刊
戦後に劇場公開された「原作を持つ」日本映画6,000本とその原作がわ
かるガイド。1946年～ 2007年10月に公開された日本映画の基本情報

（タイトル・監督・脚本・出演者等）と、映画の原作名、原作が収録され
た図書情報を収録。主要作品には詳細な映画解説も記載。原作から映
画が引ける「原作名索引」付き。

全国 映画／ドラマ ロケ地事典
定価（本体9,500円＋税）→ 20％ OFF　A5・810頁　2011.5刊
国内で撮影された映画・ドラマ467作品の主なロケ地となった場所約1
万件を通覧できるデータブック。第1部「地域別一覧」ではロケ地を都
道府県別に排列、第2部「作品別一覧」では作品ごとにロケ地情報とタ
イトル・制作年・監督・脚本・出演者などの作品情報を記載。

テレビドラマ原作事典
古崎康成・日外アソシエーツ 共編
定価（本体13,800円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,000頁　2010.1刊
1980年～ 2009年11月に放送された、原作を持つドラマ7,000本の基本
情報（タイトル・放送年月日・演出・脚本・出演者）と原作の図書情報を
通覧できる初の図書ガイド。ドラマの原作名から引ける「原作名索引」、
原作の作家名から引ける「原作者名索引」付き。

古典芸能作品集　 内容総覧

定価（本体46,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・810頁　2010.4刊
1949 ～ 2009年までに国内で刊行された日本の古典芸能（能楽、狂言、
歌舞伎、浄瑠璃、講談、落語、歌謡等）に関する作品集1,252冊の収録
内容がわかる内容細目集。原本調査により、16,022件の細目を掲載。ジャ
ンル別に分類しているので、同一テーマの書籍をまとめて調べること
ができる。巻頭に「収録図書一覧」、巻末に「作者名索引」「作品名索引」
付き。

美術作品レファレンス事典

人物・肖像篇
定価（本体38,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・670頁　2007.2刊
主要な美術全集・画集（200種2,400冊）に掲載されている人物の肖
像画・人物画5,000点を、描かれた人名から探せる図版総索引。国
王・武将・役者などの人名見出しのもと、収載先の全集名・頁・図版
番号と作品データ（画家名・サイズ・技法など）を記載。人物の生没
年・肩書などもわかる。

人物・肖像篇　Ⅱ神話・宗教
定価（本体38,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・600頁　2007.11刊
神話・宗教や物語に登場する人物の絵画・彫刻が、どの美術全集に
掲載されているか、モデルとなった人名から探せるレファレンス
ツール。作者名、作品の素材、技法、寸法、制作年、所蔵先等も記載。
134種787冊の収録全集から作品図版13,486件を収録。画家や彫刻
家から引ける「作者名索引」付き。

■ 文　学 ■

最新海外作家事典　新訂第4版

定価（本体19,500円＋税）→ 20％ OFF　A5・1,030頁　2009.7刊
純文学作家からSF・ミステリー作家、詩人、劇作家まで、2002年以降
に日本で作品が翻訳された作家2,600人を網羅。既存の文学事典類では
探せない、無名、マイナーな新進作家までカバー。また、2002年から
2008年までの邦訳作品8,700点を併載。「作家名原綴索引」「書名索引」
付き。

日本の文学碑

1 近現代の作家たち
宮澤康造，本城靖 監修
定価（本体8,500円＋税）→ 20％ OFF　A5・430頁　2008.11刊
明治以降の作家97名の文学碑4,669基を、碑主名で一覧できる文学
碑ガイド。各碑主の生没年、出身地など、略歴を記載。全国に散
在する文学碑の碑文・住所・建立年月が調べられる。地域から引け
る便利な「県別索引」付き。

2 近世の文人たち
宮澤康造，本城靖 監修
定価（本体8,500円＋税）→ 20％ OFF　A5・380頁　2008.11刊
江戸時代の文人74名の文学碑4,859基を、碑主名で一覧できる文学
碑ガイド。各碑主の生没年、出身地など、略歴を記載。全国に散
在する文学碑の碑文・住所・建立年月が調べられる。地域から引け
る便利な「県別索引」付き。

西洋古典文学案内
ギリシア・ローマからロマン主義まで

定価（本体13,800円＋税）→ 20％ OFF　A5・430頁　2011.1刊
古代から19世紀前半までに活躍した268人の作家を選定し、作品・著述
／研究書・伝記などの関連書11,500点を作家別・刊行年月順に収録した
図書目録。古代・中世は、インド・イスラム圏の作家、および歴史家・
哲学者も含む。「地域別作家一覧」「著者名索引」「事項名索引」付き。

現代文学難読作品名辞典
定価（本体9,400円＋税）→ 20％ OFF　A5・340頁　2012.7刊
平成元年以降に刊行・発表された難読作品名8,043件の読みを調べる辞
典。長編単行作品、雑誌掲載短編、連載ミステリー、ライトノベルな
どの小説作品以外に、戯曲・詩集・歌集・句集なども掲載。読めない漢
字の作品名も、漢字の画数・漢字の音訓から引くことができる。

人物レファレンス事典　文芸篇

定価（本体19,000円＋税）→ 20％ OFF　A5・990頁　2010.2刊
詩歌・物語・小説・紀行・日記文学・戯曲などの作者・作家がどの事典にど
んな見出しで掲載されているかがわかる。人物事典・百科事典のほか、時
代別の歴史事典や、県別百科事典など233種394冊から21,119人を収録。
時代的にも地域的にも幅広い多数の人物を網羅的に調査でき、簡略な人
名事典としても使用できる。



外国人物文献索引　文学1980-2010

Ⅰ 古代～近代
定価（本体39,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・920頁　2012.9刊
1980 ～ 2010年に国内で刊行・発表された日本語の図書・雑誌・紀要
類より、外国の文学関係者に関する図書・雑誌記事46,527件を収録
した文献目録。古代から1920年までに没した海外の小説家・劇作家・
詩人・研究者・評論家1,720人についての伝記・日記・回想・人物論・
作品論・報道記事・年譜・作品リスト等の人物文献を収録。タイトル
に人名が現れない文献や、大学・短大の紀要類および専門誌のほか
一般には調査が難しい研究同人誌に掲載された論文も効率的に調
査できる。

Ⅱ 現代
定価（本体39,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・1,030頁　2012.10刊
1980 ～ 2010年に国内で刊行・発表された日本語の図書・雑誌・紀要
類より、外国の文学関係者に関する図書・雑誌記事47,206件を収録
した文献目録。没年が1921年以降または活躍中の海外の小説家・
劇作家・詩人・研究者・評論家3,571人についての伝記・日記・回想・
人物論・作品論・報道記事・年譜・作品リスト等の人物文献を収録。
タイトルに人名が現れない文献や、大学・短大の紀要類および専門
誌のほか一般には調査が難しい研究同人誌に掲載された論文も効
率的に調査できる。

日本文学研究文献要覧
現代日本文学　2005～2009

勝又浩・梅澤亜由美 監修
定価（本体38,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・850頁　2010.6刊
2005年～ 2009年の5年間に発表された、明治以降の日本文学に関する
研究図書、雑誌論文、書誌、書評など25,179点を収録、体系化した文
献目録。分類は最新の研究動向に即して改訂増補。「現代日本文学研究
案内」「事項名索引」「作品名索引」「著者名索引」「収録誌名一覧」付き。

短編小説24万作家名目録
定価（本体38,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・1,890頁　2010.1刊
1986年～ 2008年刊行の図書3万点に掲載された短編小説作品のべ24万
点を、作家名から引けるツール。1.9万人の作家名見出しの下に、作品
名及び掲載図書が一覧できる。

文芸雑誌小説初出総覧

文芸雑誌小説初出総覧1945-1980
勝又浩 監修
定価（本体47,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・1,340頁　2005.7刊

「文學界」「群像」「三田文學」をはじめとする文芸誌・小説誌・総合
誌131誌10,293冊に掲載された小説作品の初出典拠を一覧できる
作品総索引。のべ59,270点の作品を3,711人の作家ごとに掲載。単
行本化されていない作品や全集未収録作品も掲載。国立国会図書
館「雑誌記事索引」では未収録分野である小説の掲載状況を調査で
きる、作家・作品研究の基本資料。

文芸雑誌小説初出総覧1981-2005
勝又浩 監修
定価（本体47,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・1,490頁　2006.7刊

「文學界」「群像」「小説新潮」をはじめとする文芸誌・小説誌・総合
誌83誌11,579冊に掲載された小説作品の初出典拠を一覧できる作
品総索引。のべ77,819点の作品を4,829人の現代作家ごとに掲載。
単行本化されていない作品や全集未収録作品も収載。国立国会図
書館「雑誌記事索引」では未収録分野である小説の掲載状況を調査
できる、作家・作品研究の基本資料。

文芸雑誌小説初出総覧　翻訳小説篇1945-2010
定価（本体47,000円＋税）→ 20％ OFF　B5・940頁　2011.1刊
1945 ～ 2010年に文芸誌、外国文学研究誌、総合誌、週刊誌、婦人
誌など245誌5,677冊に掲載された海外作家5,717人の翻訳小説・戯
曲のべ20,074点の作品総索引。書籍未収録の小品・短篇作品も収録。
戦後の翻訳小説の雑誌掲載状況を網羅的に調査できる。作品は作
家ごとに雑誌掲載年月順に掲載。人物の簡単なプロフィール付き。

俳諧研究文献目録
連歌・俳諧・雑俳・川柳

楠元六男 監修
定価（本体42,857円＋税）→ 20％ OFF　B5・620頁　2008.3刊
1945 ～ 2006年に出版された古典俳文学（連歌、俳諧、川柳等）に関す
る図書と、雑誌・紀要に掲載された研究論文など16,973点を収集した文
献目録。巻頭には俳諧研究について展望した「連歌俳諧の研究と時代」、
巻末に「事項名索引」「著者名索引」付き。

日外アソシエーツ　営業本部
〒143-8550 東京都大田区大森北1-23-8
TEL.03-3763-5241（代）　FAX.03-3764-0845
http://www.nichigai.co.jp/
sales@nichigai.co.jp
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